
第47回山梨県記録会　兼第71回国民体育大会第一次選考会
山梨中銀スタジアム 平成28年4月16日（土）、17日（日）

日付 種目

大久保　雄平(3) 10.79 伴野　雄高(3) 10.83 佐野　航平(3) 10.84 白方　浩平(4) 10.86 長坂　宏紀(4) 10.87 土屋　拓斗(2) 10.96 田中　拓海(2) 10.97 望月　璃雅(3) 11.05
山梨・駿台甲府高 山梨・甲府工業高 山梨・身延高 愛媛・東京学芸大 山梨・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・身延高
中山　一樹(3) 49.76 ｺｰｶﾝ ﾊﾟﾋﾟｰ(2) 51.00 神戸　諒平(3) 51.22 村松　諒哉(3) 51.30 依田　侑大(3) 51.32 舩木　勇助(2) 51.54 寄特　想(3) 51.56 望月　康聖(2) 51.88
山梨・韮崎高 山梨・駿台甲府高 新潟・東京学芸大 山梨・甲府南高 山梨・身延高 山梨・都留文科大 山梨・甲府工業高 山梨・甲府西高
宮下　隼人(2) 4:09.51 増山　稔 4:10.77 藤巻　天(2) 4:14.78 柳澤　佑丞(3) 4:15.78 望月　岳斗(3) 4:17.66 石川　冬磨(3) 4:19.22 来城　祥太朗(2) 4:19.81 福嶋　勇斗(2) 4:21.21
山梨・富士河口湖高 山梨・山梨陸協 山梨・甲府工業高 長野・山梨学院大 山梨・甲府西高 山梨・甲府工業高 山梨・笛吹高 山梨・山梨大
高橋　亨光 16.05(-1.2) 石倉　翔(3) 16.13(-1.3) 市川　俊弥 16.14(-1.2) 勝俣　雄登(3) 16.25(-0.2) 小幡　慎司(3) 16.26(-1.2) 齋藤　聡(3) 16.79(-1.2) 畑川　優人(2) 17.47(-0.2) 小山　和馬(1) 17.86(-1.3)
山梨・身延AC 山梨・富士河口湖高 山梨・山梨陸協 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院大 山梨・都留興譲館高 山梨・巨摩高 山梨・甲府昭和高
松永　武康(3) 9:54.97 穂坂　快晴(3) 10:08.33 小澤　一元(3) 10:12.71 浅田　将也(2) 10:16.90 石原　大誠(2) 10:21.26 島田　陸(2) 10:21.55 山田　駿(2) 10:23.65 江連　祐伍(2) 10:23.96
山梨・日大明誠高 山梨・山梨農林高 山梨・韮崎高 山梨・山梨農林高 山梨・山梨農林高 山梨・山梨大 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高
水上　雄也(2) 3m80 奥田　雅也(2) 3m80 平井　大智(2) 3m70 坂巻　佑都(3) 3m60 相原　樹 3m60 鶴田　嵩(2) 3m20
山梨・巨摩高 山梨・甲府西高 山梨・富士北稜高 山梨・巨摩高 山梨・山梨大AC 山梨・巨摩高

小山　和馬(1) 3m20
山梨・甲府昭和高
入倉　隆一(3) 3m20
山梨・甲府工業高

横森　友朗(3) 15m13(+2.5) 寺田　皓希(4) 13m56(+0.5) 市川　翔太(2) 13m44(+3.9) 田之口　修平(3) 13m43(+1.5) 衣川　海星(3) 12m76(+2.2) 雨宮　光輝(2) 12m42(+1.7) 丹澤　寛太(2) 12m34(+1.4) 小川　和人(3) 12m22(+1.7)
山梨・韮崎高 鳥取・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高 山梨・都留高 山梨・甲府工業高 山梨・巨摩高 山梨・都留高
前田　匡蔵(2) 42m83 秋山　甲斐(3) 31m40 中山　凌真(3) 30m34 佐野　智哉(3) 30m09 深澤　澪(3) 29m02 野澤　侑飛(3) 28m58 星野　優人(3) 28m52 小林　甲斐人(2) 26m45
山梨・山梨学院高 YHR 山梨・山梨学院高 山梨・甲府工業高 山梨・身延高 山梨・甲府東高 山梨・甲府工業高 山梨・甲府昭和高 山梨・富士北稜高
宮入　紳豪(3) 44m32 村田　雅弥 41m32 萩原　怜(2) 35m80
群馬・東京学芸大 山梨・身延AC 山梨・山梨大
勝俣　雄登(3) 38m26 辻口　裕一(3) 33m88 今村　海渡(2) 33m56 大石　達也(2) 30m39 笠井　琉生(3) 30m10 長谷川　翔太(2) 29m28 松永　賢哉(3) 28m27 佐野　智哉(3) 28m14
山梨・巨摩高 山梨・日本航空高 山梨・身延高 山梨・都留高 山梨・富士北稜高 山梨・東海大甲府高 山梨・身延高 山梨・身延高
高橋　大地 54m18 久保田 尊士 42m45
山梨・山梨県体育協会 山梨・身延AC
中田　舞花(2) 12.31 齊藤　莉奈(1) 12.32 永瀬　綾夏(3) 12.53 林田　小葉(2) 12.57 大神田　南海(3) 12.64 松本　佳菜(2) 12.65 宮川　蘭子(3) 12.81 小林　茉優(3) 12.82
山梨・身延高 山梨・山梨学院大 埼玉・都留文科大 長崎・都留文科大 山梨・都留文科大 山梨・甲府昭和高 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨学院高
園田　可南子(4) 57.69 野田　理都(2) 59.05 堅田　悠希(2) 59.37 今村　令那(2) 1:00.08 出塚　千恵(3) 1:00.35 石井　彩(2) 1:00.78 泉田　怜恵(2) 1:00.92 新藤　はるか 1:00.98
和歌山・都留文科大 長崎・都留文科大 和歌山・都留文科大 山梨・駿台甲府高 新潟・都留文科大 埼玉・都留文科大 神奈川・都留文科大 山梨・甲府北中教員
小笠原　朱里(1) 4:37.73 石田　千明(2) 4:47.10 小田切　愛優(2) 4:52.14 大澤　侑愛(3) 4:54.49 原　恵梨子(3) 4:57.77 村松　実桜(2) 4:58.20 古賀　華実(1) 5:06.06 田中　栞(3) 5:07.00
山梨・山梨学院高 福井・都留文科大 山梨・韮崎高 山梨・甲府第一高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・山梨学院高 山梨・山梨農林高
桑原　美月(4) 14.28(-1.0) 大神田　南海(3) 14.33(-1.0) 小林　里帆(1) 14.75(-1.0) 中島　未貴(1) 15.04(-1.0) 佐野　知奈美(3) 15.43(-1.0) 樫山　結(3) 15.89(-1.0) 名執　奏波(2) 15.91(+0.2) 赤沢　広美(2) 16.61(+0.2)
静岡・都留文科大 山梨・都留文科大 山梨・山梨学院大 埼玉・山梨学院大 京都・都留文科大 山梨・身延高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高
出場者なし

渡邊　野乃(3) 3m00
山梨・富士北稜高
渡辺　瑠理(3) 10m95(+2.0) 角屋　朝花(2) 10m72(+0.3) 大村　陽香(4) 10m70(0.0) 石川　幸歩(3) 10m45(-0.4) 保坂　奈菜(3) 10m24(+2.4) 国分　桃香(1) 10m14(+0.3) 中川　彩夏(3) 9m90(-0.9) 中村　梨央(3) 9m83(+0.3)
山梨・富士北稜高 山梨・山梨高 青森・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高 山形・山梨学院大 山梨・上野原高 山梨・上野原高
村田　朋美(2) 35m09 杉山　愛海(4) 34m65 角屋　朝花(2) 32m71 青木　瑞歩(3) 31m88 菊川　泉(2) 30m52 衣川　沙希(3) 28m43 杉本　香桜(3) 27m88 河西　美奈(3) 26m70
山梨・山梨学院大 山梨・山梨学院大 山梨・山梨高 山梨・身延高 山梨・甲府昭和高 山梨・山梨大 山梨・都留興譲館高 山梨・甲府昭和高
石川　果歩(3) 36m51 衣川　沙希(3) 28m98 萩原 里帆(2) 27m63 宮澤　まあや(2) 27m50 島田　愛花菜(2) 27m03 杉本　香桜(3) 24m16 羽田　美乃里(2) 24m00 佐野　葵(2) 17m99
山梨・山梨学院大 山梨・山梨大 山梨・韮崎高 山梨・身延高 山梨・東海大甲府高 山梨・都留興譲館高 山梨・富士北稜高 山梨・身延高

凡例  YHR:山梨県高校記録

4月16日 女子400m

4月16日
男子100mA決勝

風：+2.5

4月16日 男子3000mSC

4月16日
女子100mA決勝

風：+2.1

4月16日
一般男子円盤投

2kg

4月16日
高校男子ハンマー投

6kg

4月16日
一般男子ハンマー投

7.26kg

4月16日 男子棒高跳

4月16日 男子三段跳

4月16日
高校男子円盤投

1.75kg

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

4月16日 男子400m

4月16日 男子1500m

4月16日 男子110mH

4月16日 女子1500m

4月16日 女子100mH

4月16日 女子棒高跳

4月16日 女子3000mSC

4月16日 女子三段跳

4月16日 女子円盤投

4月16日 女子ハンマー投
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